
２０２２年 全商連 宣伝音源 原稿 
２０２２年 １月１４日 収録 

■ラインナップ 

 
ⅠラジオＣＭ原稿（宣伝カー併用） 

 

１、４０秒バージョン 
【４２Ａ】 復活支援金活用（受付開始前） 

【４２Ｂ】 復活支援金活用（受付開始後） 

【４２Ｃ】②給付金課税対策（給付金課税対策判） 

【４２Ｄ】消費税 インボイス編 

【４０Ａ】コロナ対策 支援制度活用編 

【４０Ｂ】４０秒 資金繰り対策編 

【４０Ｄ】４０秒 コロナでもガンバル編 

 

２、２０秒バージョン 
【２２Ａ】平和でこそ商売繁盛編 

【２０Ｅ】商売で困ったら民商！編 

【２０Ｆ】消費税 インボイス編 

【２０Ｇ】税務調査対策編 

【２０Ｈ】補助金申請編 

【２０Ｊ】商工新聞編 

【２０Ｋ】消費税 意見広告 

【１９Ｃ－２】経営 資金繰り編 

【１９Ｅ－４】確定申告 日頃の記帳編 

 

Ⅱ宣伝カー用・テーマ別パーツ原稿 
≪①―１ コロナ支援 給付・減免≫ 

【２１㋑―Ａ】コロナ支援「融資、給付編」 

【２１㋑―Ｂ】コロナ支援「融資、給付サービス業編」 

【２１㋑―Ｃ】コロナ支援「猶予・減免編」 

【２１㋑―Ｄ】コロナ支援「猶予・減免サービス業編」 

≪①―２ コロナ支援 各種施策≫ 

【２１㋺―Ｂ】雇用調整助成金の特例措置の継続・延長   （※ 2022年3月末まで延長） 

【２１㋺―Ｃ】自粛と補償はセットで。損失補填・直接支援を 

【２１㋺―Ｄ】生活福祉資金の小口貸付の継続 

【２１㋺－Ｅ】消費税 納税免除編 

【２１㋺―Ｆ】中小業者支援拡充、自治体財政強化 

≪②確定申告・自主申告≫ 

【２１㊁－Ａ】確定申告できてない 「日頃の記帳が大切」編 

【２１㊁－Ｂ】確定申告できてる？ 「給付申請にも必要」編 

≪③税務調査対策≫ 

【２１㋭】税務調査編 

≪④経営対策≫ 

【２１㋬―Ａ】資金繰り編 

【２１㋬―Ｃ】法人成り編 

【２１㋬―Ｄ】開業編 

≪⑤国保・社会保険≫ 

【２１㋣―Ａ】国保払えない編 

【２１㋣―Ｂ】社会保険編 

≪⑥マイナンバー≫ 

【２１㋠】マイナンバー編 

≪⑦商工新聞≫ 

【２１㋷】みんな商工新聞に出てる編 

 



■宣伝カー用・パーツ並び順（2022春版・23分30秒） 
 

ＢＬＫ１（約180秒） 

【４２Ｃ  】４０秒 確定申告できてない！(給付金課税編 ナレ＝オプション) 

【２１㋬―Ａ】資金繰り編 

【２１㋣―Ａ】国保払えない編 

【４２Ｄ  】４０秒 消費税・インボイス編 

【２１㋺―Ｅ】消費税 納税免除編 

【２１㋷  】商工新聞編 

【２０Ｋ  】消費税 意見広告 
 

ＢＬＫ２（約200秒） 

【２１㊁―Ｂ】確定申告できてる？ 「給付申請にも必要」編 

【２１㋬―Ｂ】補助金申請編 

【４２Ｂ  】４０秒 復活支援金（受付後編 ナレ＝オプション) 

【２１㋣―Ｂ】社会保険編 

【２１㋭  】税務調査編 

【４２Ｄ  】４０秒 消費税・インボイス編 

【２１㋺―Ｂ】雇用調整助成金特例措置の継続・延長編 

【２２Ａ  】平和でこそ商売繁盛 意見広告 
 

ＢＬＫ３（約180秒） 

【４２Ｃ  】４０秒 確定申告できてない！(給付金課税編 ナレ＝オプション) 

【２１㋬―Ｃ】法人成り編 

【２１㋣―Ａ】国保払えない編 

【４２Ｄ  】４０秒 消費税・インボイス編 

【２１㋺―Ｃ】自粛と補償はセットで。損失補填・直接支援を 

【２１㋷  】商工新聞編 

【２０Ｋ  】消費税 意見広告 
 

ＢＬＫ４（約200秒） 

【２１㊁―Ｂ】確定申告できてる？ 「給付申請にも必要」編 

【２１㋬―Ｄ】開業編 

【４２Ｂ  】４０秒 復活支援金（受付後編 ナレ＝オプション) 

【２１㋣―Ｂ】社会保険編 

【２１㋭  】税務調査編 

【４２Ｄ  】４０秒 消費税・インボイス編 

【２１㋺―Ｄ】生活福祉資金の小口貸付の継続編 

【２２Ａ  】平和でこそ商売繁盛 意見広告 
 

ＢＬＫ５（約200秒） 

【４２Ｃ  】４０秒 確定申告できてない！(給付金課税編 ナレ＝オプション) 

【４０Ｄ  】４０秒 開業・法人化「コロナでも頑張る」編 

【２１㋣―Ａ】国保払えない編 

【４２Ｄ  】４０秒 消費税・インボイス編 

【２１㋺―Ｅ】消費税 納税免除編 

【２１㋷  】商工新聞編 

【２０Ｋ  】消費税 意見広告 
 

ＢＬＫ６（約200秒） 

【２１㊁―Ｂ】確定申告できてる？ 「給付申請にも必要」編 

【２１㋠  】マイナンバー編 

【４２Ｂ  】４０秒 復活支援金（受付後編 ナレ＝オプション) 

【２１㋣―Ｂ】社会保険編 

【２１㋭  】税務調査編 

【４２Ｄ  】４０秒 消費税・インボイス編 

【２１㋺―Ｆ】中小業者支援拡充、自治体財政強化 

【２２Ａ  】平和でこそ商売繁盛 意見広告       



ⅠラジオＣＭ原稿（宣伝カー併用） 

 

シナリオ原稿全体は、以下の基本パターンによる短編シナリオ（各20～40秒）で構成されています。 

基本パターン：「♪～ミンショウ(※)→ 掛け合い → ナレーション」（※Ｊ－ＷＡＶＥ用カバー版を含む） 

 

１、４０秒バージョン 
 

【４２Ａ】 復活支援金活用（受付開始前） 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

つかみ ：コロナでたいへん！ お客が減って、売上が… 

つかみ２：困った。取引先から仕事か来ない…… 

受け手 ：事業復活支援金が始まるよ。 

反 復 ：えっ復活支援金！？ 

受け手 ：去年の11月から今年３月までに、 

売上が、コロナ前より３割以上減ってる月があれば、 

     支援対象になるよ 

２人で ：ホント！ 

ナ レ ：事業復活支援金は、個人業者は最大 ５０万円 

小規模法人は最大１００万円。 

      すべての業種が対象です。 

小企業・自営業・フリーランスも 

        商売の相談は民商へ ＷＥＢで検索「民商！」 

     

【４２Ｂ】 復活支援金活用（受付開始後） 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

つかみ ：コロナでたいへん！ お客が減って、売上が… 

つかみ２：困った。取引先から仕事か来ない…… 

受け手 ：事業復活支援金は知ってる？ 

反 復 ：えっ復活支援金！？ 

受け手 ：去年の11月から今年３月までに、 
売上が、コロナ前より３割以上減ってる月があれば、 

     支援対象になるよ 

２人で ：ホント！ 

ナ レ ：事業復活支援金は、個人業者は最大 ５０万円 

小規模法人は最大１００万円。 

     すべての業種が対象です。 

小企業・自営業・フリーランスも 

        商売の相談は民商へ ＷＥＢで検索「民商！」 

 

ナ レ・オプション（宣伝カー用） 

事業復活支援金は、個人業者は最大 ５０万円 

小規模法人は最大１００万円 が支給されます。 

     すべての業種が対象です。 

民商は、持続化給付金・家賃支援給付金で、 

全国８万件・８００億円の給付をサポート。 

小企業・自営業・フリーランスも 

        商売の相談は民商へ ＷＥＢで検索「民商！」 

 

【４２Ｃ】②給付金課税対策（給付金課税対策判） 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

リ ン ：あぁ確定申告。忙しくって何にも準備できてない！ 

万 福 ：コロナ支援の給付金・協力金にも税金が掛かるって？ 

会員Ａ ：民商なら、記帳も申告も、教え合うから自分でできるよ！ 

リン・万福：えっ民商？ 

会員Ｂ ：税金・保険料の見通しを持てるから、対策も考えられる！ 

会員Ｃ ：見落としていた経費も分かって、民商で助かった。 

リン・万福：よし、民商に急ごう！！ 



ナ レ ：民商なら、記帳・申告が自分でできます。 

     給付金・協力金の税金も民商で納得の対策を 

税金、融資、何でもご相談ください！ネットで検索「民商」 

 

ナ レ・オプション（宣伝カー用） 

 ：民商なら、記帳・申告が自分でできます。 

     給付金・協力金の税金も民商で納得の対策を。 

コロナ禍、事業者支援の給付金は、 

アメリカ、フランスでは非課税です。 

民商・全商連は、給付金・協力金に 

課税しないよう国・自治体に要望しています。 

 

 

【４２Ｄ】消費税 インボイス編 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

悠之介：消費税のインボイス制度って知ってる？ 

リ ン：えっインボイス？ 

悠之介：消費税対応の請求書だよ。 

    消費税の課税業者だけが出せるんだ。 

リ ン：へぇ 私は消費税関係ないけど？ 

悠之介：インボイスが出せないと、 

取引相手の消費税が増えるから、 

免税業者は取引を断られる心配があるよ。 

 リ ン：えええ！ 私も課税業者にならなきゃいけない？ 

 悠之介：あわてないで。インボイス制度の実施は23年10月から。 

万 福：自分は民商で制度の勉強をはじめたよ！ 

うたえ：私は、制度をしっかり知って、 

自分に合った対策を考えたい。 

ナ レ：消費税の相談は、ネットで検索「民商」 

 

【４０Ａ】コロナ対策 支援制度活用編 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

男性アナ：緊急融資や給付金、助成金――、 

中小企業やフリーランスの支援策、利用していますか？ 

女性アナ：税金や保険料の免除・減額も広がっています。 

     民商の相談会で、事業者の方に聞いてみましょう。 

事業者Ａ：俺は対象じゃないと思って、あきらめてたけど、 

給付が受けられて、民商に相談に来てほんと良かった。 

事業者Ｂ：制度がたくさんあり過ぎて混乱するけど、 

自分は何が使えるか、確認できて助かりました。 

男性アナ：地域独自の支援策もありますね。 

女性アナ：使える制度は大いに活用して、お仕事続けて頂きたい！ 

Ａ・Ｂ ：商売の相談は、民商がいいよ！ 

ナ  レ：事業者支援制度の活用で、経営危機を乗り越えましょう。 

        商売でがんばるあなたの相談、何でもお寄せください。 

ネットで検索「民商！」 

 

【４０Ｂ】４０秒 資金繰り対策編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

リ ン：このところ売り上げが落ちちゃって、資金繰りが大変なのよ… 

万 福：税金・保険料の支払いが厳しくて、何とかならない？ 

業者Ａ：自分は民商に、融資申込の相談をしたよ 

事業Ｂ：私は民商に相談して、国保の減免を申請したわ 

万福・リン：え？民商？ 

業者Ａ：そう、商売してる仲間が丁寧に相談に乗ってくれるよ！ 

業者Ｂ：とっても分かりやすいのよ！ 

ナレーター 

民商は、一人ひとりの実状に合わせて、 



納得できる申請準備をサポートします。 

商売でがんばるあなたの相談、何でもお寄せください。 

ネットで検索「民商」！ 

 

【４０Ｄ】４０秒 コロナでもガンバル編 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

事業者Ａ：お店出そうと思うんだけど… 

事業者Ｂ：コロナに負けずに、新事業始めたいんだ 

事業者Ｃ：法人にしたら取引増えるって聞いたけど？ 

会 員①：みんな頑張ってるのね！ 

資金繰りに従業員確保、経理や税務。 

     私はみんな、民商の仲間に相談したよ 

会 員②：僕は法人・個人の長所・短所を、民商でしっかり押さえて、 

納得して会社にしたよ。 

ナ  レ：民商は中小業者の助け合い。 

新規開業、融資、法人化、税金など、商売で頑張るあなたの相談、 

〝何でも〟 お寄せください。ネットで検索『民商』 

 

 

２、２０秒バージョン 
 

【２２Ａ】平和でこそ商売繁盛編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

万 福：憲法９条を変えるって話が…。 

リ ン：外国の基地を攻撃できるようにするって…… 

祐之介：みんなで考えなくちゃ！平和でこそ… 

祐之介・リン・万福：商売繁盛！ 

ナ レ：民商・全商連は、平和憲法を 

守り活かすよう訴えます。 

ご意見は全商連まで 

 

【２０Ｅ】商売で困ったら民商！編 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

悠之介：困った～、これじゃ商売続けられない！ 

リン：商売で困ったら、民商に相談だよ！ 

悠之介：え、民商？ 

リン：民商で、商売仲間の知恵を借りようよ！ 

ナレーター 全国６００の民商に、２０万人の商売仲間がいます。 

いますぐネットで検索「民商」 

 

【２０Ｆ】消費税 インボイス編 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

悠之介：消費税のインボイス制度って知ってる？ 

リ ン：えっインボイス？ 

悠之介：課税業者にならないと、取引できなくなる可能性があるんだ。 

リ ン：え？ どうしたらいいの～？ 

万 福：自分は民商に相談したよ！ 

ナ レ：消費税の相談は、ネットで検索「民商」 

 

【２０Ｇ】税務調査対策編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

万 福：税務署から電話が…… 

祐之介：任意の税務調査なら、日程を変えられるよ！ 

万 福：でも心配だなぁ～。 

祐之介：それなら民商に相談だよ！ 

ナ レ：自営業・小企業、フリーランスも 

商売で頑張るあなたの相談、 



〝何でも〟 お寄せください。 

ネットで検索『民商』 

 

【２０Ｈ】補助金申請編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

万 福：売上下がってたいへん… 

リ ン：味はバッツグンなのにね～ 

会員Ａ：テイクアウトやポスティングを工夫したら。 

会員Ｂ：ぼくは民商に相談して、補助金でチラシ作ったよ。 

万福・リン：え？ 民商？ 

ナ レ：商売で頑張るあなたの相談、 

〝何でも〟 お寄せください。 

ネットで検索『民商』 

 

【２０Ｊ】商工新聞編 

♪ ～ショウコウシンブン～ 

〇〇〇：コロナ対策で税金減額！ 

万 福：国保料が引き下げ！ 

〇〇〇：税務調査にしっかり対応！ 

万 福：補助金受けて工場改装！ 

リ ン：んっ２人でなに言ってんの？ 

悠之介：商工新聞に出てるよ 

ナ レ：全国商工新聞は、商売で生き抜くための情報紙。 

月「５００円」でお手元に。 

    お申し込みは民商へ 

 

【２０Ｋ】消費税 意見広告 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

万 福：赤字でも払う消費税。納税がたいへん！ 

リ ン：５％、８％、１０％？……今度は 

万 福：法人税は下がってるな！  

リ ン：消費税こそ下げて欲しいわ！ 

ナ レ：全国商工団体連合会は、消費税５％に戻すよう提案しています。 

ご意見は全商連まで 

 

【１９Ｃ－２】経営 資金繰り編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

万 福：困った！ 仕入資金が足りない！ 

リ ン：税金、保険料も大変！！ 

悠之介：資金繰りなら民商に相談だよ！ 

万福・リン：え？民商？ 

ナ レ：商売で頑張るあなたの相談、 

〝何でも〟 お寄せください。 

ネットで検索『民商に相談』 

 

【１９Ｅ－４】確定申告 日頃の記帳編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

リ ン：あぁ確定申告。何にも準備できてない！ 

悠之介：えぇ！売上・経費は、いつも記帳しとかなきゃ～！ 

リ ン：そっか！日ごろの準備が必要ね(T_T)。 

悠之介：民商に相談しよう！  

ナ レ：記帳・申告が自分でできる 

    ネットで検索「民商」 

 

  



Ⅱ 宣伝カー用 テーマ別パーツ原稿 
 

■以下の８つのカテゴリーで作成しています。 

 

≪①―１ コロナ支援 給付・減免≫ ≪①―２ コロナ支援 各種施策≫ 

≪②確定申告・自主申告≫     ≪③税務調査対策≫         ≪④経営対策≫ 

≪⑤国保・社会保険≫       ≪⑥マイナンバー≫         ≪⑦商工新聞≫ 

 

≪①―１ コロナ支援 給付・減免≫ 

 

【２１㋑―Ａ】コロナ支援「融資、給付編」 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

つかみ：たいへん！ 仕事がなくて資金繰りが… 

受け手：緊急融資や助成金、給付金や協力金は、申し込んだ？ 

反 復：えっ融資・給付・助成金！？ 

ア ナ：事業者支援制度の活用で、経営危機を乗り越えましょう。 

       商売の相談は民商へ ＷＥＢで検索「民商！」 

    民商は、自粛に補償、消費税の減税を求めます。 

 

【２１㋑―Ｂ】コロナ支援「融資、給付サービス業編」 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

つかみ：たいへん！ お客が減って、売上が… 

受け手：緊急融資や助成金、給付金や協力金は、申し込んだ？ 

反 復：えっ融資・給付・助成金！？ 

ア ナ：国・自治体の事業者支援制度を活用し、経営危機を乗り越えましょう。 

       商売の相談は民商へ ＷＥＢで検索「民商！」 

    民商は、自粛に補償、消費税の減税を求めます。 

 

【２１㋑―Ｃ】コロナ支援「猶予・減免編」 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

つかみ：困った！仕事が減って、税金・保険料の支払いが… 

受け手：猶予や減額、免除は、知ってる？ 

反 復：えっ猶予、減額・免除！？ 

ア ナ：事業者支援制度の活用で、経営危機を乗り越えましょう。 

       商売の相談は民商へ ＷＥＢで検索「民商！」 

    民商は、自粛に補償、消費税の減税を求めます。 

 

【２１㋑―Ｄ】コロナ支援「猶予・減免サービス業編」 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

つかみ：困った！お客が減って、税金・保険料の支払いが… 

受け手：猶予や減額、免除は、知ってる？ 

反 復：えっ猶予、減額・免除！？ 

ア ナ：事業者支援制度の活用で、経営危機を乗り越えましょう。 

       商売の相談は民商へ ＷＥＢで検索「民商！」 

    民商は、自粛に補償、消費税の減税を求めます。 

 

≪①―２ コロナ支援 各種施策≫ 

 

【２１㋺―Ｂ】雇用調整助成金の特例措置の継続・延長 （2022年3月末まで延長） 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

社   長：トホホ、コロナでたいへん。国の助成金で、社員の給料払ってるよ 

経理社員：申請書類が簡単になって、申請できてよかったわ。 

現業社員：コロナで景気が底抜けしないよう、雇用を支えることは重要。 

ナ  レ：民商・全商連は、雇用調整助成金の特例措置を、 

コロナ収束まで延長するよう求めています。署名にご協力ください。 



  

【２１㋺―Ｃ】自粛と補償はセットで。損失補填・直接支援を 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

万 福：コロナ対策の時短営業。どうしよう？ 

リ ン：協力するには、自粛と補償がセットでなくっちゃ！ 

悠之介：固定費補助や損失補填も必要だよ。 

ナ レ：民商・全商連は、飲食・観光業への 

直接支援を求めています。署名にご協力ください。 

   

【２１㋺―Ｄ】生活福祉資金の小口貸付の継続 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

万 福：コロナで資金繰りがたいへんだ。 

リ ン：私は緊急小口資金で、何とか暮らしを回してるわ。 

悠之介：緊急小口資金は、当面の生活費の支えとして助かるね。 

ナ レ：民商・全商連は、 

生活福祉資金の活用をすすめています。 

申請のご相談は民商へ。 

 

【２１㋺－Ｅ】消費税 納税免除編 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

万 福：コロナで赤字。消費税の納税がたいへん！ 

リ ン：払うのムリ。消費税は免除できないの？ 

悠之介：消費税を免除すれば、課税業者はみんな助かるね 

ナ レ：民商・全商連は、消費税の納税免除を提案しています。 

    署名にご協力ください。 

 

【２１㋺―Ｆ】中小業者支援拡充、自治体財政強化 

♪ ミンショウ、ミンシュショウコウカイ 

万 福：コロナで大変だけど、負けてられない。 

    町の休業協力金で空気清浄機を付けたんだ。 

リ ン：私は市のコロナ対策支援金で、お客さんとのやり取りを 

リモート対応にしたわ。 

悠之介：コロナ禍を乗り越えられるよう、国・自治体の支えが大切。 

ナ レ：民商・全商連は、自治体が中小業者をしっかり支援できるよう、 

    国の財政支援を求めています。署名にご協力ください。 

 

≪②確定申告・自主申告≫ 

 
【２１㊁－Ａ】確定申告できてない 「日頃の記帳が大切」編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

リ ン：あぁ確定申告。何にも準備できてない！ 

悠之介：えぇ！売上・経費は、いつも記帳しとかなきゃ～！ 

リ ン：そっか！日ごろの準備が必要ね(T_T)。 

悠之介：民商に相談しよう！ 

ナ レ：記帳・申告が自分でできる 

    ネットで検索「民商」 

 

【２１㊁－Ｂ】確定申告できてる？ 「給付申請にも必要」編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

悠之介：確定申告の準備できてるかい？ 

リ ン：コロナで大変。それどころじゃないのよ… ((+_+)) 

悠之介：それは大変！ 

    でも、記帳・申告は給付金の申請にも必要だね！ 

    相談は民商へ！！ 

ナ レ：記帳・申告が自分でできる 

    ネットで検索「民商」 

 

 



≪③税務調査対策≫ 
 

【２１㋭】税務調査編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

万 福：税務署から電話が…… 

祐之介：任意の税務調査なら、日程を変えられるよ！ 

万 福：でも心配だなぁ～。 

祐之介：それなら民商に相談だよ！ 

ナ レ：自営業・小企業、フリーランスも、商売で頑張るあなたの相談、 

〝何でも〟 お寄せください。ネットで検索『民商』 

 

≪④経営対策≫ 

 

【２１㋬―Ａ】資金繰り編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

万 福：困った！ 仕入資金が足りない！ 

リ ン：税金、保険料も大変！！ 

祐之介：資金繰りなら民商に相談だよ！ 

万福・リン：え？民商？ 

ナ レ：商売で頑張るあなたの相談、〝何でも〟 お寄せください。 

ネットで検索『民商』 

 

【２１㋬―Ｂ】補助金申請編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

万 福：売上下がってたいへん… 

リ ン：味はバッツグンなのにね～ 

会員Ａ：テイクアウトやポスティングを工夫したら。 

会員Ｂ：ぼくは民商に相談して、補助金でチラシ作ったよ。 

万福・リン：え？ 民商？ 

ナ レ：商売で頑張るあなたの相談、〝何でも〟 お寄せください。 

ネットで検索『民商』 

 

【２１㋬―Ｃ】法人成り編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

万 福：法人にしたら取引増えるって聞いたけど？ 

リ ン：私は個人事業の方が自由だって聞いたわ？ 

祐之介：民商で法人・個人の長所・短所を学んだら？ 

万 福・リン：え？ 民商？ 

ナ レ：商売で頑張るあなたの相談、 

〝何でも〟 お寄せください。 

ネットで検索『民商』 

 

【２１㋬―Ｄ】開業編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

万 福：お店だそうと思うんだけど… 

リ ン：頑張って！  

でも、資金繰りに従業員確保、経理や税務は大丈夫？ 

万 福：ぅんん…… 

祐之介：それなら民商に相談だよ！ 

万福・リン：え？ 民商？ 

ナ レ：商売で頑張るあなたの相談、〝何でも〟 お寄せください。 

ネットで検索『民商』 

 

≪⑤国保・社会保険≫ 

 

【２１㋣―Ａ】国保払えない編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

リ ン：フリーになったら、健康保険の負担が増えた。 



万 福：国保料が高くって！ 

祐之介：市町村には減免制度もあるよ、民商に聞いてみて！ 

万福・リン：え？ 民商？ 

ナレーター：商売で頑張るあなたの相談、 

〝何でも〟 お寄せください。 

ネットで検索『民商』 

 

【２１㋣―Ｂ】社会保険編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

万 福：親会社が社会保険に入れって言うんだけど 

祐之介：個人事業なら、従業員５人未満は国保で大丈夫 

万 福：支払い心配だけど、社会保険も考えたい…。 

祐之助：じゃ、民商に相談だね！  

ナ  レ：商売で頑張るあなたの相談、 

〝何でも〟 お寄せください。 

ネットで検索『民商』 

 

≪⑥マイナンバー≫ 

 

【２１㋠】マイナンバー編 

♪ ～ミンショウ、ミンシュショウコウカイ～ 

祐之介：確定申告の書類、届いたね！ 

リ ン：あぁ～マイナンバー記入欄がついてる～！ 

祐・リ：これって書かなきゃいけないの～？！ 

ナ レ：事業者の皆さん、 

従業員やご自分のマイナンバーは 

慎重な取り扱いが必要です。 

    詳しくは「マイナンバー 民商」で検索 

 

≪⑦商工新聞≫ 

 
【２１㋷】みんな商工新聞に出てる編 

♪ ～ショウコウ シンブン～ 

読者Ａ：コロナ対策で税金減額 

読者Ｂ：国保料が引き下げに！ 

読者Ｃ：税務調査にしっかり対応。 

読者Ｄ：補助金受けて工場を改装 

リ ン：んっ２人でなに言ってんの 

悠之介：みんな商工新聞に出てるの知らない？ 

ナ レ：全国商工新聞は、月「５００円」。 

商売で生き抜くための情報を満載。 

    毎週、自宅やお店、事務所までお届けします。申し込みは民商へ 

 

 

以上 


